
女子の部

No. ｼｰﾄﾞ 選手名 地域 所属

1 ① 小城 千菜美 （関西 ・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ）
小城

2 中島 由佳梨 （九州 ・八代白百合学園高 ） 6060
小城

3 清水 華 （東北 ・泉館山高 ） 6162
平野

4 平野 栄衣 （北海道 ・札幌日大高 ） 6264
小城

5 田中 菜穂子 （中国 ・美鈴ガ丘高 ） 6261
田中

6 岡本 佳奈 （関西 ・江坂ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ ） 6275
山本

7 井上 愛 （北信越　 ・仁愛女子高　　　　 ） 76(6)63
山本

8 ⑥ 山本 翔子 （関西 ・COZY ） 6060

9 ③ 田島 杏奈 （東海 ・県立岐阜商業高 ）
田島

10 羽川 沙織 （北海道 ・札幌日大高 ） 7564
田島

11 庫元 菜子 （四国 ・徳島商業高 ） 6475
濱田

12 濱田 美輝 （九州 ・柳川高 ） 576464
伊従

13 中村 彩乃 （東海 ・静岡市立高 ） 6162
吉原

14 吉原 叔恵 （中国 ・近大福山高 ） 6464
伊従

15 畑山 梨沙 （北信越 ・仁愛女子高 ） 6364
伊従

16 ⑦ 伊従 智子 （関東 ・武蔵野ﾄﾞｰﾑTS ） 6263
小城

17 ⑧ 松島 美智留 （関西 ・園田学園高 ） 6264
小和瀬

18 小和瀬 麻帆 （関東 ・TTC ） 6460
小和瀬

19 阿部 遥 （北信越　　・松商学園高 ） 6161
原谷

20 原谷 美冴 （関東 ・荏原SSC ） 366375
小和瀬

21 山口 夏希 （関西 ・栗東高 ） 6475
伊藤

22 伊藤 夕季 （関西 ・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ） 6361
伊藤

23 長谷川 茉美 （九州 ・ﾙｰﾃﾙ学院高 ） 466476(4)
大前

24 ④ 大前 綾希子 （関西 ・湯山泰次TS ） 6262

25 ⑤ 桑田 寛子 （関東 ・武蔵野ﾄﾞｰﾑTS ）
桑田

26 足立 愉有子 （東海 ・木曽川LTC岐阜 ） 466462 シード
桑田 1 小城 千菜美 大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ

27 山下 ちなみ （北海道 ・札幌日大高 ） 7576(6) 2 大竹 志歩 ﾋﾞｯｸﾞK
山下 3 田島 杏奈 県立岐阜商業高

28 平井 亜美 （四国 ・英明高 ） 6161 4 大前 綾希子 湯山泰次TS

桑田 5 桑田 寛子 武蔵野ﾄﾞｰﾑTS

29 増田 奈央子 （東海 ・静岡市立高 ） 67(4)6375 6 山本 翔子 COZY
増田 7 伊従 智子 武蔵野ﾄﾞｰﾑTS

30 本間 加奈子 （関西 ・大阪ﾃﾆｽｱｶﾃﾞﾐｰ ） 6261 8 松島 美智留 園田学園高

大竹 補欠
31 佐藤 万里菜 （東北 ・青森山田高 ） 6362 1 森本 美香 TTC

大竹 2 橋詰 みなみ WATS
32 ② 大竹 志歩 （関東 ・ﾋﾞｯｸﾞK ） 6160

レフェリー：

桑田
6460
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